
物件種⽬(売地,新築⼀⼾建,中古⼀⼾建,新築テラスハウス,中古テラスハウス,新築マンション,中古マンション,新築タウンハウス,中古タウンハウス,店舗,事務所,店舗事務
所,店舗付き住宅,住宅付き店舗,ビル,マンション,アパート,倉庫,⼯場)、選択エリア(福岡市東区,福岡市博多区,福岡市中央区,福岡市南区,福岡市⻄区,福岡市城南区,福岡市早
良区,筑紫野市,春⽇市,⼤野城市,宗像市,太宰府市,古賀市,福津市,⽷島市,那珂川市,糟屋郡志免町,糟屋郡粕屋町,糟屋郡久⼭町,糟屋郡新宮町,糟屋郡宇美町,糟屋郡須惠町,糟屋
郡篠栗町)、成約⽇(期間指定、2020年9⽉14⽇ ~ 2020年9⽉14⽇)

検索結果17件

並び替え1︓ 成約価格 安い順 並び替え2︓ 成約価格 安い順 表⽰件数︓ 20件

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓6枚  1K  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年09⽉14⽇］ 物件番号［98865797］
所在地 福岡県福岡市博多区上呉服町2-26 フォルム・ビストゥール博多 1103  周辺mapを⾒る  物件を中⼼

に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市箱崎線呉服町駅 徒歩:4分

福岡市空港線祇園駅 徒歩:8分
福岡市空港線中洲川端駅 徒歩:9分

成約価格 500万円(登録
価格︓530万円)

築年⽉ 1996[H8]年01⽉ 専有⾯積 壁⼼16.57㎡(約
5.01坪)

管理費等 8500円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域 商業
階建て・階 12階建て 11階部分

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓9枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年09⽉14⽇］ 物件番号［98917778］
所在地 福岡県福岡市東区奈多団地15 奈多団地 15 406  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⾹椎線奈多駅 徒歩:9分  駅までmap

⾹椎線雁ノ巣駅 徒歩:21分  駅までmap

バス:奈多団地⼊⼝(⻄鉄バス) 停 徒歩:7分
成約価格 605万円(登録

価格︓630万円)

築年⽉ 1977[S52]年03⽉ 専有⾯積 壁⼼86.05㎡(約
26.03坪)

管理費等 11700円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼀種中⾼層
階建て・階 5階建て 4階部分

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓7枚  3DK  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年09⽉14⽇］ 物件番号［98983121］
所在地 福岡県福岡市博多区東那珂１丁⽬12-25 グランピア博多東 703  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から

検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線⽵下駅 徒歩:19分  駅までmap

福岡市空港線東⽐恵駅 徒歩:23分  駅までmap

福岡市空港線福岡空港駅 徒歩:55分  駅までmap

成約価格 650万円(登録
価格︓650万円)

築年⽉ 1984[S59]年05⽉ 専有⾯積 壁⼼47.4㎡(約
14.34坪)

管理費等 14600円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼯業
階建て・階 7階建て 7階部分

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓12枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年09⽉14⽇］ 物件番号［98978011］
所在地 福岡県那珂川市仲３丁⽬ 東峰マンション那珂川  周辺mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 バス:現⼈橋(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分

博多南線博多南駅 徒歩:25分
成約価格 910万円(登録

価格︓1030万円)

築年⽉ 1995[H7]年06⽉ 専有⾯積 壁⼼63.62㎡(約
19.25坪)

管理費等 9900円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域 ⼀種住居
階建て・階 14階建て 1階部分

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓19枚  シータ︓4枚  1LDK

成約登録⽇時［2020年09⽉14⽇］ 物件番号［98921308］
所在地 福岡県福岡市博多区千代１丁⽬24番12号 じゅうグランドモア県庁⼝  mapを⾒る  物件を中⼼に地図

から検索
沿線・駅・交通 福岡市箱崎線千代県庁⼝駅 徒歩:5分  駅までmap

⿅児島本線吉塚駅 徒歩:11分  駅までmap

バス:千代⼀丁⽬（福岡市）(⻄鉄バス) 停 徒歩:4分
成約価格 940万円(登録

価格︓980万円)

築年⽉ 1991[H3]年07⽉ 専有⾯積 壁⼼37.36㎡(約
11.30坪)

管理費等 12600円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000918552
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000918552
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000918552
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000918552
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E3%80%80%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E5%8C%BA%E4%B8%8A%E5%91%89%E6%9C%8D%E7%94%BA
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000987868
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000987868
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000987868
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000987868
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.685596403217,130.41607839658+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.685596403217,130.41607839658/%E9%A6%99%E6%A4%8E%E7%B7%9A%E5%A5%88%E5%A4%9A%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.685596403217,130.41607839658/%E9%A6%99%E6%A4%8E%E7%B7%9A%E9%9B%81%E3%83%8E%E5%B7%A3%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001089134
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001089134
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001089134
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001089134
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.577541810444,130.44182013431+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.577541810444,130.44182013431/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E7%AB%B9%E4%B8%8B%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.577541810444,130.44182013431/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B7%9A%E6%9D%B1%E6%AF%94%E6%81%B5%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.577541810444,130.44182013431/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B7%9A%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001082826
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001082826
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001082826
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001082826
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E9%82%A3%E7%8F%82%E5%B7%9D%E5%B8%82%E4%BB%B2%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000992423
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000992423
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000992423
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000992423
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.602885878776,130.41772656825+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.602885878776,130.41772656825/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%AE%B1%E5%B4%8E%E7%B7%9A%E5%8D%83%E4%BB%A3%E7%9C%8C%E5%BA%81%E5%8F%A3%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.602885878776,130.41772656825/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E5%90%89%E5%A1%9A%E9%A7%85


階建て・階 8階建て 7階部分

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓8枚

成約登録⽇時［2020年09⽉14⽇］ 物件番号［98994341］
所在地 福岡県福岡市南区花畑２丁⽬  周辺mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 バス:花畑⼆丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:2分
成約価格 1200万円(登録

価格︓1200万円)

成約坪単価 31.2662万円
(31.2662万円)

⼟地⾯積 公簿126.87㎡(約
38.38坪)

⽤途地域 ⼀種住居 地⽬ 宅地 建・容率 60％・200％

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓12枚  1LDK

成約登録⽇時［2020年09⽉14⽇］ 物件番号［98952785］
所在地 福岡県福岡市中央区⾚坂３丁⽬ ⾚坂エクセル  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 バス:⾚坂三丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分

福岡市空港線⾚坂駅 徒歩:13分  駅までmap

福岡市七隈線桜坂駅 徒歩:14分  駅までmap

成約価格 1700万円(登録
価格︓1780万円)

築年⽉ 1974[S49]年11⽉ 専有⾯積 壁⼼54.75㎡(約
16.56坪)

管理費等 16020円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域 近商
階建て・階 12階建て 5階部分

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓3枚

成約登録⽇時［2020年09⽉14⽇］ 物件番号［98934303］
所在地 福岡県福岡市⻄区⼤字千⾥  周辺mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 筑肥線周船寺駅 徒歩:15分
成約価格 2100万円(登録

価格︓2180万円)

成約坪単価 40.6897万円
(42.2398万円)

⼟地⾯積 170.6㎡(約51.61

坪)

⽤途地域 ⼀種低層 地⽬ 宅地 建・容率 40％・80％

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓17枚  5SLDK

成約登録⽇時［2020年09⽉14⽇］ 物件番号［98974378］
所在地 福岡県⽷島市有⽥中央１丁⽬  周辺mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 筑肥線筑前前原駅 徒歩:28分

筑肥線⽷島⾼校前駅 徒歩:35分
成約価格 2100万円(登録

価格︓2280万円)

築年⽉ 1990[H2]年04⽉ ⼟地⾯積 公簿265.81㎡(約
80.41坪)

建物⾯積 205.97㎡(約62.31

坪)

建・容率 50％・80％ ⽤途地域 ⼀種低層

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓13枚  4SLDK

成約登録⽇時［2020年09⽉14⽇］ 物件番号［98925460］
所在地 福岡県⽷島市神在東２丁⽬  周辺mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 筑肥線加布⾥駅 徒歩:10分

筑肥線美咲が丘駅 徒歩:11分
筑肥線⼀貴⼭駅 徒歩:29分

成約価格 2380万円(登録
価格︓2380万円)

築年⽉ 2017[H29]年03⽉ ⼟地⾯積 公簿192.48㎡(約
58.23坪)

建物⾯積 101.43㎡(約30.68

坪)

建・容率 60％・200％ ⽤途地域 ⼀種住居

建物構造 ⽊造

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓8枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年09⽉14⽇］ 物件番号［98925097］
所在地 福岡県古賀市花⾒東７丁⽬9-11 ルネッサンス21古賀  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線千⿃駅 徒歩:7分  駅までmap

バス:名糖前(⻄鉄バス) 停 徒歩:4分
成約価格 2495万円(登録

価格︓2495万円)

築年⽉ 2006[H18]年09⽉ 専有⾯積 壁⼼119.77㎡(約
36.23坪)

管理費等 22140円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼀種住居
階建て・階 10階建て 1階部分

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000992423
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001102934
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001102934
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001102934
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001102934
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E3%80%80%E5%8D%97%E5%8C%BA%E8%8A%B1%E7%95%91%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001034203
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001034203
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001034203
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001034203
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.583542996815,130.38618837814+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.583542996815,130.38618837814/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B7%9A%E8%B5%A4%E5%9D%82%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.583542996815,130.38618837814/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E6%A1%9C%E5%9D%82%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001009917
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001009917
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001009917
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001009917
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E3%80%80%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E5%AD%97%E5%8D%83%E9%87%8C
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001077892
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001077892
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001077892
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001077892
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%B3%B8%E5%B3%B6%E5%B8%82%E6%9C%89%E7%94%B0%E4%B8%AD%E5%A4%AE%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000997945
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000997945
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000997945
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000997945
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%B3%B8%E5%B3%B6%E5%B8%82%E7%A5%9E%E5%9C%A8%E6%9D%B1%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000997512
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000997512
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000997512
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000997512
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.750993194183,130.47251799801+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.750993194183,130.47251799801/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E5%8D%83%E9%B3%A5%E9%A7%85


 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓5枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年09⽉14⽇］ 物件番号［98930317］
所在地 福岡県福岡市早良区⽥隈３丁⽬68-29  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線賀茂駅 徒歩:18分  駅までmap

福岡市七隈線野芥駅 徒歩:21分  駅までmap

福岡市七隈線次郎丸駅 徒歩:24分  駅までmap

成約価格 2580万円(登録
価格︓2580万円)

築年⽉ 2020[R2]年06⽉ ⼟地⾯積 公簿115.82㎡(約
35.04坪)

建物⾯積 87.77㎡(約26.55

坪)

建・容率 ・ ⽤途地域

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓9枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年09⽉14⽇］ 物件番号［98828359］
所在地 福岡県福岡市東区若宮２丁⽬ (地番: 13)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⾹椎線舞松原駅 徒歩:22分  駅までmap

バス:多々良(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分
⿅児島本線千早駅 徒歩:30分  駅までmap

成約価格 2680万円(登録
価格︓2680万円)

築年⽉ 2019[H31]年04⽉ ⼟地⾯積 179.33㎡(約54.25

坪)

建物⾯積 106.81㎡(約32.31

坪)

建・容率 50％・80％ ⽤途地域 ⼀種低層

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓26枚  5SLDK

成約登録⽇時［2020年09⽉14⽇］ 物件番号［98912071］
所在地 福岡県⽷島市南⾵台１丁⽬  周辺mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 筑肥線筑前前原駅 徒歩:11分

バス:南⾵台⼊⼝(⽷島市コミュニティバス) 停 徒歩:7分
成約価格 2720万円(登録

価格︓2799万円)

築年⽉ 2001[H13]年06⽉ ⼟地⾯積 公簿206.46㎡(約
62.45坪)

建物⾯積 134.62㎡(約40.72

坪)

建・容率 50％・80％ ⽤途地域 ⼀種低層

建物構造 軽量鉄⾻

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓12枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年09⽉14⽇］ 物件番号［98961384］
所在地 福岡県福岡市東区⾺出１丁⽬23-23-1  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市箱崎線⾺出九⼤病院前駅 徒歩:5分  駅までmap

⿅児島本線吉塚駅 徒歩:10分  駅までmap

成約価格 2980万円(登録
価格︓2980万円)

築年⽉ 2019[R1]年06⽉ ⼟地⾯積 公簿152.15㎡(約
46.03坪)

建物⾯積 94.42㎡(約28.56

坪)

建・容率 60％・200％ ⽤途地域 ⼀種住居

建物構造 ⽊造

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓1枚

成約登録⽇時［2020年09⽉14⽇］ 物件番号［98989053］
所在地 福岡県那珂川市王塚台２丁⽬  周辺mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 バス:那珂川ハイツ(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分
成約価格 3300万円(登録

価格︓3480万円)

成約坪単価 25.8094万円
(27.2172万円)

⼟地⾯積 公簿422.69㎡(約
127.86坪)

⽤途地域 ⼀種住居 地⽬ 宅地 建・容率 60％・200％

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓6枚

成約登録⽇時［2020年09⽉14⽇］ 物件番号［98991292］
所在地 福岡県筑紫野市⼆⽇市中央３丁⽬9-10 (地番: 973-2)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線⼆⽇市駅 徒歩:4分  駅までmap

⻄鉄天神⼤牟⽥線⻄鉄⼆⽇市駅 徒歩:9分  駅までmap

成約価格 6250万円(登録
価格︓6250万円)

成約坪単価 47.184万円
(47.184万円)

⼟地⾯積 公簿437.87㎡(約
132.46坪)
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⽤途地域 商業 地⽬ 宅地 建・容率 80％・500％

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001099048

